29年10月に「スポーツ・文化総合センター」として新しくオープン予定です（イメージ図）

219,862人
108,634世帯

閉館記念イベント
12
土
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トランポリンと
バスケットボールを楽しもう

土

13

市体育館
市体育館は昭和31年に「市民会館」として開館し、昭和47年
に「市体育館」に名称が変わりました。市民大会をは

9時〜12時 バスケットボール
（自由参加）
13時〜15時 トランポリン体験
15時〜16時 ●トランポリンショー
中田大輔選手、高橋和馬選手、
川西隆由樹選手 他
●ラートショー 山城秀彬選手 他
※上記催し無料、室内履き持参。トレーニング室
などは有料、21時半営業終了

12

さ よ なら

じめ、ボクシング、プロレス、卓球などで数々
の名勝負が生まれました。開館から58年
という年月が経過し、老朽化が進ん
だことや、バリアフリーなどの
課題があるため、12月27日（土）
で閉館し、平成 29 年 10 月に
「スポーツ・文化総合セン

ありがとう 川崎市体育館

ター」として生まれ変わ

10時15分 〜10時45分

市消防音楽隊＆カラー
ガード隊演奏
11時〜13時45分 富士見・川中島・南大師・大師
中 学 校 吹 奏 楽 部、JFE吹 奏
楽部演奏
14時15分〜16時 チアリーディング（東京六大
学応援団OGチアリーディン
グ部）演技、マーチングバン
ド
（富士鼓笛隊）
演奏
※時間は変更する場合があります。全館無料、
16時半で営業終了

ります。

「スポーツ・文化総合センター」
基本設計説明会を開催します
日時 11月15日（土）18時半から
場所 サンピアンかわさき
（労働会館）
※当日は直接会場へお越しください
市民・こども局スポーツ・文化複合施設整備推進室☎2003758、 200-3599

市体育館☎200-3255、 211-5921

昭和31年開館当時の市体育館
（当時は「市民会館」）

入賞作品決まる〜地球環境問題啓発ポスターコンクール〜
優秀賞

優秀賞

渡田小学校6年
臼井彩乃さん

渡田小学校 年
赤坂灯香さん

区内小学5・6年生を対象とした、地球環境問題
啓発ポスターコンクールの最優秀賞1点、優秀賞
4点、佳作25点が決まりました。入賞作品は、12
月12日〜26日にアゼリア広報コーナー
（新川通り
側）
で展示を行います
（12月19日に一部展示作品を
入れ替え予定）
。
区役所企画課☎201-3101、 201-3209

6

つ つの作品が非常に丁寧
に描かれて︑メッセージ性の
ある作品が多い中で︑文字や
絵の配置などがポスターとし
て斬新さを感じました︒

［評］

1

銀杏並木の音楽会
いちょう

区の木の
「銀杏」
並木の美しい季
節に、幅広い音楽の演奏を繰り広
げます。
日時 11月22日（土）11時〜18時
場所 市役所第3庁舎1階ロビー
出演 KOJI、yaya、tamami、折
井敦子、山本ひえん他
区役所企画課☎ 201 - 3267 、
201-3209
コ

渡田小学校6年
石川実聖さん

最優秀賞

いきいきかわさき区提案事業

優秀賞

渡田小学校6年
藤代果子さん

優秀賞

渡田小学校6年
山﨑果南さん
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お気に入りのアーティストを見つけよう

第4期川崎区区民会議報告書（概要版）
は、区役所、
支所、区内の主な公共施設で配布しています

東海道かわさき宿交流館企画展

「かわさきでアート 2014」
20人のアーティストたちが絵画、立体、映像の展示、パフォーマンス
を展開します。期間中、川崎大師仲見世通りなどでも、展示やパフォー
マンスを繰り広げます。
開催期間 11月1日〜30日、9時〜17時
（月曜休館、ただし祝日は開館し、
翌平日休館）
東海道かわさき宿交流館☎280-7321、 280-7314

トナー各園2組。 12月3日から電
話かFAXで。☎201-3331［先着順］
。

区役所地域保健福祉課
☎各担当へ、

201-3291

▼認知症を予防しよう
認知症を予防するための講話と
調 理 実 習。❶12月2日（火）14時 〜16
時。区役所7階で。❷12月12日（金）10
時〜13時半。教育文化会館で。両
日参加できる区内在住・在勤の30
人。エプロン、三角巾、布巾3枚
持参。材料費500円程度。
11
月17日から電 話かFAXで。 ☎201。先着順］
3216［

▼虫歯のない子に育てよう
虫歯予防の話、フッ化物の体験、
歯磨き実習などを行います。❶12
月4日（木）、地域子育て支援センタ
ーろばで❷12月15日（月）、区役所5
階で。いずれも10時〜11時半。乳
幼児と保護者❶15組❷25組。
11月17日から電話で❶同センター
☎276-4800❷区役所地域保健福祉
課☎201-3212。
［先着順］

区役所高齢・障害課
☎201-3213、

201-3293

▼統合失調症家族教室
統合失調症の治療や家族の対応
についての講話、家族会の紹介な
ど。12月2日、16日、1月13日の火曜、
13時半〜15時半、全3回。区役所4
階で。全回参加できる区内在住の
20人。
11月17日から電話かFAX
で。
［先着順］

区役所こども支援室
☎各担当へ、

201-3293

▼パパもいっしょにジョイフル
サタデー
保育士と音楽に合わせて体を動
かしたり、おもちゃを製作したりしま
す。会場へ直接。❶11月15日（土）新
町保育園で❷12月13日（土）東小田保
育園で。いずれも9時半〜12時。就
学前の子どもと保護者
（女性も可）
。
❶新町保育園☎ 333-8759❷東
小田保育園☎ 355-6620。

▼離乳食講座「ごっくん・もぐ
もぐ」〜薄味ってこんな味〜
1月15日（木）11時半〜12時半。大島
保育園で。5〜8カ月の子どもと保
護者10組。
12月3日から電話か
。
FAXで。☎201-3331［先着順］

プラザ大師
☎266-3550、

266-3554

▼市民自主企画事業「プラザ
大師まつり」
日にち

11/15（土）

時間
10時〜
15時

主な内容
体験ひろば、
おはなし会

17時半〜 社交ダンス
体験
20時
10時〜 サークル発表
12時
11/16（日）
14時〜 コンサート※
15時

プラザ大師で活躍している団体
などが学習成果を発表し、作品展
示・古本市なども行います。プラ
ザ大師で。詳細はお問い合わせく
ださい。※コンサートは定員100人。

ティークワイヤー（ゴスペル）
区役所地域振興課☎201-3127、
201-3209

かわさき区ビオラコンサート
●12月定例コンサート
坂本九さん生誕記念コンサート。
日時 12月3日（水）12時10分〜12時
50分
場所 市役所第3庁舎1階ロビー
出演 市消防音楽隊カラーガード隊
●ウインターコンサート
日時 12月6日（土）14時〜16時10分
場所 川崎ルフロン1階
出演 ラ・ベル・カンタービレ（ミュー
ジ ッ ク ベ ル）、P.U.E.L.Choir
（ゴスペル）、フルートゆうえ
んち☆とよしまえん（フルー
トカルテット）、川崎コミュニ
ピー ユー イーエル ク ワ イ ヤ ー

環境局南部生活環境事業所
☎266-5747、

287-1840

▼古着を回収します
❶11月25日（火）、26日（水）… 大 師
支 所 ❷11月27日（木）、28日（金）… 田
島 支 所。 い ず れも13時 半 〜15時
半。駐車場で回収します。荒天中
止。回収対象はシャツ・ズボン・背広・
シーツなどで、夏物･冬物は問い
ません（汚れ・破れているものは不
可）
。 回収した古着は、主に東南
アジア諸国に輸出し、再利用され
ます。

かわさき老人福祉・地域交流センター
☎233-5592、

221-5031

「たかつ人形座」
による人形劇を
行います。12月3日（水）14時半〜15時
半。プラザ大師で。1歳〜小学3年
生の子どもと保護者100人。 11月
18日10時からプラザ大師事務室で
整理券配布。
［先着順］

古典
（枕草子）
、折り紙、フラワー
アレンジメント、カラオケの講座
受講生を募集します。受講日や費
用などの詳細はお問い合わせくだ
さい。 12月1日〜11日
（日曜を除
く）
（宛先欄に
10時〜16時にハガキ
住所と氏名を記入）を持参し、直
接。
［抽選］

プラザ田島
☎333-9120、

333-9770

▼シニアの交通安全教室

交差点や雨の日の事故を防ぐ知
識をシミュレーションを見ながら学
▼プレママ・プレパパ
体験保育講座
びます。 12月7日（日）14時〜15時半
保育園で子どもたちと触れ合い、 （開場13時半）
。プラザ田島で。 お
出産や子育てについて話しません
おむね50歳以上の当日先着40人。
か。12月24日（水）❶9時 半 〜10時 半
川崎消防署
☎223-0119、 223-2819
…藤崎保育園、渡田保育園、小田
保育園で❷14時半〜15時半…大島
▼普通救命講習会
保育園、新町保育園、東小田保育
心肺蘇生法、自動体外式除細動
園で。週数36週未満の妊婦とパー
器
（AED）
の取り扱い方法などの講義

保健福祉
センター

健診名

市体育館
〒 210 - 0011 川崎区富士見 1 - 1 - 4
☎200-3255、 211-5921

▼カローリング教室
氷上のスポーツ
「カーリング」
を
体育館などの床上で手軽にできる
ように考えられたカローリング教
室の最終回です。11月19日（水）18時
半〜20時。市体育館で。小学生以
上。大人200円、学生100円。当日
直接。

床上の新しいスポーツ
「カローリング」

川崎区社会福祉協議会

▼短期講座募集（1〜3月）
60歳以上を対象に筋力アップ、

仲間作りをしながら、シニアラ
イフを安心で楽しく暮らせるよう
考えます。1月8日〜3月5日の木
曜（1月15日、29日、2月5日 を 除
く）、10時 〜12時、 全6回。 プ ラ
ザ大師で。20人。 11月20日10時
から直接か電話で。
［先着順］

日時 11月19日（水）12時10分〜12時
40分
場所 市役所第3庁舎1階ロビー
出演 ス ペレッセ・ブラス・クイン
テット
（金管五重奏）
、與座
有 璃・石 川 絢 都（トランペッ
ト）
、吉澤夏未
（ホ ル ン）
、
菅原勇馬
（トロンボ ーン）、
鎌田直（テューバ）
市民文化パートナーシップかわ
さき☎ 813-1550。ミューザ川崎
シンフォニ ーホー ル ☎520-0020、
520-0103

と実習。12月9日（火）13時半〜16時半。
川崎 消防 署で。30人。 11月25日
から直接か電話で。
［先着順］

▼市民自主企画事業「とくべ
つおはなし会」

▼シニアの社会参加支援事業
「シニアの今をいきいきと
〜心豊かにつながって〜」

ランチタイムコンサート第229回

☎246-5500、

211-8741

▼川崎区社会福祉大会
地域福祉活動に貢献した個人・
団体の表彰や落語など。11月15日
（土）10時〜11時半
（開場9時半）
。教
育文化会館で。当日先着300人。
※
「地域福祉活動交流フェスティ
バル」も12時半〜15時半に同館で
開催します。詳細はお問い合わせ
ください。

12月の健診･検診案内 会場はいずれも区役所5階
地域保健福祉課 201-3291
日程・受付時間

❶
2日（火）
8時40分
H I V ❷
〜10時10
即日検査 9日（火）
分
❸
16日（火）

定員・内容

費用

❶11月18日
匿名で受けられます。
❷
11月25日
感染の可能性がある
無料 ❸12月2日から電
ときから3カ月経 過
話で☎201-3212。
した各日15人
［先着順］

生活習慣病に関連し
検査日
た検査と保健指導と
39 歳まで 10日（水） 9時〜
11 月17 日から電
1,650 話で☎ 運動体験。両日参加
の 健 診・
201 3216。
円
指導日 9時15分
［先着順］
保健指導
できる区内在住の 18
25日（木）
〜39歳の25人

個
別
15時〜
12日（金） 時半
健康相談
15

生活習慣病予防のた
11月 28 日から電
めの日常生活のこつ
無料 話で☎201-3216。
や禁煙のアドバイ
［先着順］
ス。区内在住の6人

8時45分 1歳3カ月未満で歯が
１ 歳 児
19日（金） 〜 時
歯科健診
10
生えている乳幼児

無料

随時、電話で
☎201-3212

※3カ月・1歳6カ月・3歳児健診は対象世帯に郵送でお知らせします
区役所児童家庭課☎201-3214、 201-3293

6カ国語で、外国人向け行政情報をメール配信しています。 インターコムかわさきく

検索

区役所企画課☎201−3296、 201−3209

